平成２９年度

学校教育目標 高い志を持ち、感性を豊かに働かせながら、人生を切り拓く生徒の育成
～ ７１助走 未来は今日の中にある ～
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11 月９日（木）に行われた本校卒業生で放送作
家の元祖爆笑王（本名高橋裕幸氏）の講演会で、
学校創立 70 周年に関する主な行事は終了しまし
た。大きな節目となるこの年に、私自身様々な場
面でその瞬間に立ち会い、そして居合わすことが
できたこと、とても幸せと感じています。
◆ 海上自衛隊大湊音楽隊 演奏会（11/2 木）
~演奏会~ 私にとっては強烈なものとなりま
した。自衛隊の音楽隊は国家的行事などで演奏す
るプロ中のプロの集団です。楽器演奏のレベルは
相当なもので、学生時代吹奏楽部に籍を置いてい
ただけではまず入隊することはできないそうで
す。音楽大学出身者のごく一部しか入ることがで
きない集団の演奏を聴くことができました。
指揮者の長岡英幸氏（第 17 代隊長）は、演奏者
として『響和』を大切にしており、心の触れ合い
による人の和を大事にした演奏を心がけている
とのことでした。
（私の名前は和の人）
演奏の最後の曲は、新校舎竣工記念曲として作
られた JOELLE の Believe －僕らの未来－ と
校歌でした。
◆ 元祖爆笑王＋ラッパー羅漢 講演会（11/9 木）
元祖爆笑王は新校舎落成式でも本校を訪れ、講
演を行いました。父親の仕事の関係で中学校入学
と同時に五中に入学し、卒業までの三年間在籍し
ていたそうです。
放送作家としてテレビ局に入り、主にバラエテ
ィ番組の制作に取り組んでいます。どうやってお
客さんを喜ばせるか、目線は常に「お客さん」で
仕事をしているという話でした。弟子入りして放
送作家をめざし、それなりに仕事が出来るまで十
数年かかり、そして今があるとのことでした。
お笑いのコメディスクールの講師も務めてお
り、今話題の「35 億」のブルゾンちえみ with B、
「空～前絶後の」のサンシャイン池崎、
「シモシモ」
でおなじみの平野ノラなど有名お笑い芸人が通

う事務所の講師も務めています。
売れている芸人はほんの一握りで、それをめざ
して毎年数千人がコメディスクールに通ってく
るそうですが次々と辞めていく、そんな姿を毎回
見ているそうです。
◆ 我武者羅に向かっていく
そんな厳しい世界の中でもテレビに出て売れ
たいと目の色を変えて挑戦している芸人も、やは
りいるということでした。そうした人たちには
「追いついて越してやろう」ではなく、
「我武者羅
に向かっていく」そんな姿があるそうです。
それは私たちも同じで、相手に勝とうと思うの
も大事ですが、勝つためにはまずは向かっていか
なければならないのではないでしょうか。
◆ 校歌
歌は世につれ、世は歌につれといいます。どん
なに流行した歌でも、世の移り変わりによって忘
れ去られていく歌がたくさんあります。しかし、
「校歌」はどうでしょうか。今の五城目第一中学
校がなくならない限り、永遠に愛され生徒や卒業
生によって確実に歌われ、そして語り継がれてい
くものです。演奏会での最後は校歌で、フルオー
ケストラで聴く校歌は初めてでした。
夏の高校野球で校歌が演奏されます。これを聴
いてテロップを見ると、その学校周辺の自然や歴
史、文化や偉人を知ることができます。それぞれ
に特色があります。公立高校の旧制中学から引き
継がれた男性的な校歌から、比較的歴史の浅い私
立高校の校歌まで。共通して言えることは、どの
学校でも、大切にされていることです。
校歌のよさは、
「歌うこと」そして「聴くこと」
により、一瞬で青春の時がよみがえるところにあ
ります。校歌のリズムが、若かった頃、そして心
豊かな時代を過ごした思い出に語りかけてきま
す。校歌を歌うときはいつしか誰しもが若くなり、
見る目は遠くを見ています。
そんな校歌を三年生はあと何回歌うのでしょ
うか…。
校歌は、一生涯の自分の身分証明書です。

□陸上競技（9/30～10/1 鹿角市総合運動公園）
決勝進出 第９位 男子共通400ｍ
伊藤 優
〃
第13位 男子共通800ｍ
加藤翔太
〃
第15位 男子１年1500ｍ 加藤竜聖
予選敗退
女子共通走幅跳 伊藤 夢
〃
男子共通400ｍ
伊藤 凌
〃
男子１年1500ｍ 小玉 翠
〃
男子共通400ｍＲ
(松澤・伊藤優・加藤翔・伊藤凌)

〃
〃
〃

男子共通200ｍ 松澤一輝
〃
佐々木崇晃
男子１年100ｍ 嶋﨑勝太郎

□剣

道（11/４ 県立武道館）
男子団体
予選リーグ敗退

□柔

道（11/11～12 県立武道館）
男子団体
２回戦敗退
男子個人
２回戦敗退 佐々木優太
１回戦敗退 澤田石翔琉
〃
阿部丈太郎

□バレーボール（11/18～19
１回戦敗退

県営ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ）

□バスケットボール（11/25～26
男 子
１回戦敗退
女 子
２回戦敗退
□卓

□卓球
(1) 第３回能代市風の松原中学校卓球大会(11/４)
男子団体 準優勝
(2) 潟上市南秋田郡卓球大会(11/４)
中学女子団体 第３位
□

その他
(1) 第53回全県花だんコンクール(10/31)
優良賞 生徒会環境委員会
(2) 平成29年度秋田県読書絵はがきコンクール
優 良 賞 佐藤 紅花
(11/3)
(3) 第80回秋田書道展(11/3)
条幅の部
一等
半紙中学生の部 一等
〃
二等
〃
二等
〃
褒状

近藤乃愛
近藤乃愛
原田孔明
佐藤紅花
村田憶人

(4) 第43回東北電力作文コンクール
優秀賞 小林 想
(5) 中学生の「税についての作文」(11/29)
五城目町納税貯蓄組合連合会長賞
近藤乃愛
八栁愛里

ＣＮＡアリーナ）

球（11/25～26 県立体育館）
男子団体 決勝トーナメント１回戦敗退
男子個人 ベスト８
伊藤 岳
３回戦敗退
京野隆弥
女子団体 決勝トーナメント１回戦敗退
女子個人 １回戦敗退
澤田石玲莉
〃
菅原萌香

◎その他の大会
□柔 道
(1) 第32回三種町柔道大会(11/19)
中学個人の部 優 勝 佐々木優太
〃
第３位 阿部丈太郎
□バスケットボール部
(1) 第46回全県中学校招待バスケットボール
五城目大会（兼 第34回畑沢正作杯）
男子の部
優勝
(10/28～29)
女子の部
優勝
最優秀選手賞 男子の部 鎌田幸峻
〃
女子の部 田口 凜
(2) 第45回琴丘招待中学校新人ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
男子 優勝
(11/11～12)
□バレーボール
(1) 第７回草皆稔カップバレーボール大会
準優勝
(11/25)

鳥インフルエンザに注意！
北の空から，渡り鳥の群れがやってくる季節に
なりました。バードウォッチングが趣味という人
もいるかもしれません。
ただ，鳥インフルエンザのニュースを耳にする
季節でもあります。感染を防ぐために，次の点に
注意してください。
・死んだ野鳥などを発見した場合には，手で触
らないこと。同じ場所でたくさんの野鳥などが
死亡していたら，役場に連絡すること。
・野鳥にはなるべく近づかないこと。近づいた
場合には手をきちんと洗い，うがいをすること。

12月の行事予定
日
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木
水
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行
事
早寝早起き朝ご飯キャンペーン(～８日 保健委員会)
冬季ペロリンピック（～８日 給食委員会）
第２回ＰＴＡ
１・２年秋田県学習状況調査
１・２年職場体験学習発表会(小６参観)
中間テスト前学習相談（16:00～16:30 ～13日）
１・２年２学期中間テスト
職員会議 部活動休止日
冬季休業（～１月13日）
年末年始の休日 部活動休止日（～１月３日）

ありがとうございました
岡本２区のサロンの皆さんから，雑巾をたくさ
んいただきました。きれいな学校環境づくりに使
わせていただきます。ありがとうございました。

